
 新刊本は月初めに貸出しを始めています。

タイトル 作者 分類

●姫君たちの明治維新 岩尾光代 著 28-A-

●日本中枢の狂謀 古賀茂明 著 31--

知ってはいけない　2／日本の主権はこうして失われた 矢部宏治 著 31-A-

払ってはいけない／資産を減らす50の悪習慣 荻原博子 著 33-A-

55歳からのリアル仕事ガイド
／年金をもらいながら働く新しい生き方

松本すみ子 監修 ; 朝日新聞出版 編著 360--

ビタミンママ　信頼できるお医者さん 　　　　　ビタミンママ編集部　編 37--

不道徳お母さん講座 堀越英美 著 37--

●疲れがとれる!作りおきレシピ 川端理香 料理 ; 梶本修身 監修 596--

フーガはユーガ 伊坂幸太郎 著 93-ｲ-

聖者が街にやって来た 宇佐美まこと 著 93-ｳ-

キンモクセイ 今野敏 著 93-ｺ-

どんまい 重松清 著 93-ｼ-

東京輪舞 月村了衛 著 93-ﾂ-

ベルリンは晴れているか 深緑野分 著 93-フ-

平成くんさようなら 古市憲寿　著 93-ﾌ-

昨日がなければ明日もない 宮部みゆき 著 93-ﾐ-

●さしすせその女たち 椰月美智子 著 93-ﾔ-

人生の後片づけ／身軽な生活の楽しみ方 曾野綾子 著 94--

極夜行 角幡唯介 著 96--

針と糸 小川糸 著 96--

大人の流儀　８／誰かを幸せにするために 伊集院静 著 96--8

ためしてガッテン　Ｖｏｌ．４１　２０１８冬 M--41

なるほどあおば２０１８～データで見る青葉区～ 青葉区役所総務課 編 Y35--

●戦慄の眠り　上 グレッグ・アイルズ 著 ; 雨沢泰 訳 93-ｱ-B-

●戦慄の眠り　下 グレッグ・アイルズ 著 ; 雨沢泰 訳 93-ｱ-B-

●半次捕物控　７　天才絵師と幻の生首 佐藤雅美 著 93-ｻ-B-07

●半次捕物控　８　御当家七代お祟り申す 佐藤雅美 著 93-ｻ-B-08

●半次捕物控　９　一石二鳥の敵討ち 佐藤雅美 著 93-ｻ-B-09

空也十番勝負／青春篇５　未だ行ならず　上 佐伯泰英 著 93-ｻ-B-05

空也十番勝負／青春篇５　未だ行ならず　下 佐伯泰英 著 93-ｻ-B-05

新・古着屋惣兵衛　１７　いざ帰りなん 佐伯泰英 著 93-ｻ-B-17

●父からの手紙 小杉健治 著 93-ｺ-B-

●ずうのめ人形 澤村伊智 著 93-ｻ-B-

　　　　　　　青葉台コミュニテイハウス「本の家」　1月　新刊本  

一　　　般　　　書

 ●　寄贈 弁償本も含まれます。

※※※以下文庫本となります※※※

分類のAは新書、Bは文庫、Ｎはノベル版です

最新号閲覧のみ 

最新号閲覧のみ 



タイトル 作者 分類

AIのサバイバル　２／生き残り作戦 ゴムドリco. 文 ; 韓賢東 絵 J03--2

●地域が育てる科学の芽 藤嶋昭　監修 Ｊ40--△

どっちが強い!?ヒクイドリVSカンガルー スライウム ストーリー ; ブラックインクチーム まんが J48--14

ラグビーが教えてくれること 村上晃一 著 J78--△

●いろはのかるた奉行 長谷川義史 作・絵 J79--

グレッグのダメ日記　⑬　さすがに、へとへとだよ ジェフ・キニー 作／中井はるの 訳 J93-ｷ-13

動物と話せる少女リリアーネ　10 (小さなフクロウと森を守れ!) タニヤ・シュテーブナー 著 ; 中村智子 訳 J93-ｼ-10

かいけつゾロリロボット大さくせん 原ゆたか さく・え J93-ﾊ-64

●灰色やしきのネズミたち ヴィリー・フェアマン 作 ; 若林ひとみ 訳 ; 山内ふじ江 絵 Ｊ93-ﾌ-

●ジンゴ・ジャンゴの冒険旅行 シド．フライシュマン 作／渡邉了介 訳／佐竹美保 画 J93-ﾌ-△

ほんやのねこ ヒグチユウコ　絵と文 JE--

うみのごちそうしろくま 柴田ケイコ 作・絵 JE--

はたらきママとほいくえんちゃん のぶみ さく JE--

みずとはなんじゃ? かこさとし 作 ; 鈴木まもる 絵 JE--

きょうのおやつは わたなべちなつ さく JE--

はなかっぱとグチャットン あきやまただし 著 JE--

こどものとも０１２　　　こいぬのくろちゃん きもとももこ　さく JE--286

こどものとも　　せんにんみかん ふくちのぶお　さく JE--754

　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　「ラグビーが教えてくれること」
　　　　　　　　 村上晃一・著

                                 
　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　　

　

　　

絵  本 ・ 児  童  書 

「学校では教えて

くれない大切なこ

と」        

シリーズ 
 
この本は大切な

事がたくさん書い

てあります。困っ

たらぜひ読んで下

さい。 

８さい    
 

児童書  ｛96｝ 

「あやかし草紙  

三嶋屋シリーズ」 

宮部みゆき 著 
 
暗い過去を背負っ

た女主人公が、さ

まざまなあやかし

話しを通して成長

していく姿に涙・・・ 

70代 

       ｛ミ｝ 

「１００かいだての

いえ」 シリーズ 

いわいとしお 作 
 
地下も海も空もいろ

いろな生き物が出

てきて とても楽し

い旅のようでした 

4さい 

   絵本 偕成社 

２０１９年、日本で

世界一が決まる！ 

名選手、女性、小

学生、コーチ、み

んなラグビーに出

会って成長した。

読めば勇気がわ

いてくる。いっしょ

にラグビーを楽し

もう！ 

おすすめ本を紹介してもらいました！ 
 

今回もみなさんから教えてもらった、たくさんの

本の中からご紹介を～ 

今年 ラグビーワールドカップ
が日本にやってくる！！ 


